
 

美濃和紙友禅染紙  柄番 61515 黒(koku) クローバーゴールド 
1,500 円+税 

サイズ 縦 640×横 950ｍｍ   日本製    Made in Japan      

1 枚から受注可能、在庫ない場合 ロット 50 枚〜 

美濃和紙を京都で一色ごと手染めした、美濃和紙友禅染紙 

納期  当社在庫あり・・・即日出荷可  在庫なし・・・ご注文から約１ヶ月  

納品形態  箱もしくは紙管に梱包 

連量  37kg/1,000 枚 
バーコード 4532245611650  

 

当社備考 

画像サイズ X150 × Y160 mm 余白 5mm 読込 

1300 年歴史ある美濃和紙を、古都京都で手染めした石川紙業オリジナル手染め
美濃和紙。黒 koku ブランドは「無限に広がる宇宙。日本の禅」がテーマ。白
shira の対極ライン。 
「クローバー」は、「はねあがる」うさぎと四葉で開運をデザイン。持つ人に、
奇跡、運命の出会い、幸運をもたらします。    
 
発送については、紙の商品ガイドラインをご覧ください 



 

美濃和紙友禅染紙  柄番 61165 黒(koku) クローバー 
1,500 円+税 

サイズ 縦 640×横 950ｍｍ   日本製    Made in Japan      

1 枚から受注可能、在庫ない場合 ロット 50 枚〜 

美濃和紙を京都で一色ごと手染めした、美濃和紙友禅染紙 

納期  当社在庫あり・・・即日出荷可  在庫なし・・・ご注文から約１ヶ月  

納品形態  箱もしくは紙管に梱包 

連量  37kg/1,000 枚 
バーコード 4532245611650  

 

当社備考 

画像サイズ X150 × Y160 mm 余白 5mm 読込 

1300 年歴史ある美濃和紙を、古都京都で手染めした石川紙業オリジナル手染め
美濃和紙。黒 koku ブランドは「無限に広がる宇宙。日本の禅」がテーマ。白
shira の対極ライン。 
「クローバー」は、「はねあがる」うさぎと四葉で開運をデザイン。持つ人に、
奇跡、運命の出会い、幸運をもたらします。    
 
発送については、紙の商品ガイドラインをご覧ください 



 

美濃和紙友禅染紙  柄番 61166 黒(koku) ドットゴールド 
1,500 円+税 

サイズ 縦 640×横 950ｍｍ   日本製    Made in Japan      

1 枚から受注可能、在庫ない場合 ロット 50 枚〜 

美濃和紙を京都で一色ごと手染めした、美濃和紙友禅染紙 

納期  当社在庫あり・・・即日出荷可  在庫なし・・・ご注文から約１ヶ月  

納品形態  箱もしくは紙管に梱包 

連量  37kg/1,000 枚 
バーコード 4532245611667  

 

当社備考 

画像サイズ X150 × Y160 mm 余白 5mm 読込 

1300 年歴史ある美濃和紙を、古都京都で手染めした石川紙業オリジナル手染め
美濃和紙。黒 koku ブランドは「無限に広がる宇宙。日本の禅」がテーマ。白
shira の対極ライン。「ドットゴールド」は、ひとつひとつ重ねてできあがる歴
史、石畳をイメージ。持つ人に、落ち着き、自分らしい世界をひとつひとつ広
げていく、開運をもたらします。                       
 
発送については、紙の商品ガイドラインをご覧ください 



 

美濃和紙友禅染紙  柄番 61167 黒(koku) ドットシルバー 
1,500 円+税 

サイズ 縦 640×横 950ｍｍ   日本製    Made in Japan      

1 枚から受注可能、在庫ない場合 ロット 50 枚〜 

美濃和紙を京都で一色ごと手染めした、美濃和紙友禅染紙 

納期  当社在庫あり・・・即日出荷可  在庫なし・・・ご注文から約１ヶ月  

納品形態  箱もしくは紙管に梱包 

連量  37kg/1,000 枚 
バーコード 4532245611674 

 

当社備考 

画像サイズ X150 × Y160 mm 余白 5mm 読込 

1300 年歴史ある美濃和紙を、古都京都で手染めした石川紙業オリジナル手染め
美濃和紙。黒 koku ブランドは「無限に広がる宇宙。日本の禅」がテーマ。白
shira の対極ライン。 
「ドットシルバー」は、ひとつひとつ重ねてできあがる歴史、石畳をイメー
ジ。持つ人に、落ち着き、自分らしい世界をひとつひとつ広げていく、開運を
もたらします。                     
 
発送については、紙の商品ガイドラインをご覧ください 



 

美濃和紙友禅染紙  柄番 61168 黒(koku) ラインゴールド 
1,500 円+税 

サイズ 縦 640×横 950ｍｍ   日本製    Made in Japan      

1 枚から受注可能、在庫ない場合 ロット 50 枚〜 

美濃和紙を京都で一色ごと手染めした、美濃和紙友禅染紙 

納期  当社在庫あり・・・即日出荷可  在庫なし・・・ご注文から約１ヶ月  

納品形態  箱もしくは紙管に梱包 

連量  37kg/1,000 枚 
バーコード 4532245611681 

 

当社備考 

画像サイズ X150 × Y160 mm 余白 5mm 読込 

1300 年歴史ある美濃和紙を、古都京都で手染めした石川紙業オリジナル手染め
美濃和紙。黒 koku ブランドは「無限に広がる宇宙。日本の禅」がテーマ。白
shira の対極ライン。 
「ラインゴールド」は、無数の星をつなぐ、宇宙（そら）に浮かぶ光の軌跡を
イメージ。持つ人に、丁寧なつながり、ご縁、仕事運、幸福をもたらします。 
 
発送については、紙の商品ガイドラインをご覧ください 



 

美濃和紙友禅染紙  柄番 61169 黒(koku) ラインシルバー 
1,500 円+税 

サイズ 縦 640×横 950ｍｍ   日本製    Made in Japan      

1 枚から受注可能、在庫ない場合 ロット 50 枚〜 

美濃和紙を京都で一色ごと手染めした、美濃和紙友禅染紙 

納期  当社在庫あり・・・即日出荷可  在庫なし・・・ご注文から約１ヶ月  

納品形態  箱もしくは紙管に梱包 

連量  37kg/1,000 枚 
バーコード 4532245611698 

 

当社備考 

画像サイズ X150 × Y160 mm 余白 5mm 読込 

1300 年歴史ある美濃和紙を、古都京都で手染めした石川紙業オリジナル手染め
美濃和紙。黒 koku ブランドは「無限に広がる宇宙。日本の禅」がテーマ。白
shira の対極ライン。 
「ラインシルバー」は、無数の星をつなぐ、宇宙（そら）に浮かぶ光の軌跡を
イメージ。持つ人に、丁寧なつながり、ご縁、仕事運、幸福をもたらします。 
 
発送については、紙の商品ガイドラインをご覧ください 


